2019

1

No.166
January

よいしょ！
よいしょ！
表紙： 12月２日、約800年以上前から千歳町柴山地区に伝わる「ひょうたん祭り」が
柴山八幡社周辺で行われました。
片足重さ15㎏の大わらじを履いたひょう
たん様が「五穀豊穣！無病息災！」
と来場者にお神酒を振る舞いました。

新年ごあいさつ
豊後大野市長
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新年あけましておめでとうございます︒
市民の皆さまには︑輝かしい新年をお迎
えのことと︑心よりお慶び申し上げます︒
また︑平素から市政全般にわたり深いご
理解と多大なるご支援︑ご協力を賜ってお
りますことに対しまして︑厚くお礼を申し
上げます︒
さて︑昨年は︑中津市耶馬溪町の山崩れ
を始め︑大阪府北部地震や北海道胆振東部
地震︑西日本豪雨など︑一昨年と同様に全
国各地で多くの大災害が発生しました︒幸
い本市では︑大きな災害は発生しませんで
したが︑地震や豪雨の被害など︑今や日本
のどこで何が起こるか分からない状況とな
っています︒
そのため本市では︑昨年４月の組織・機
構の見直しの中で﹁防災危機管理室﹂を新
設し︑災害に強いまちづくりに向け取組を
進めているところでございますが︑皆さま
におかれましても︑それぞれの地域で自
助・共助による取組をお願い申し上げます︒
また︑ 月６日から 月 日にかけて県
内各地で開催された﹁国民文化祭おおいた
２０１８﹂および﹁全国障害者芸術・文化
祭おおいた大会﹂では︑本市において︑ア
ジア彫刻展特別企画﹁巨大寝ころび招き
猫﹂や︑神楽オペラ︑神楽︑芸能発表など
多彩な催しを行い︑多くの来場者でにぎわ
い盛況のうちに終了しました︒
中でも︑朝倉文夫先生の後輩たちによる
野外制作﹁巨大寝ころび招き猫﹂は︑大き
な反響を呼び１万人を超える来場者があり
ました︒この﹁巨大寝ころび招き猫﹂は︑
現在も朝倉文夫記念公園に展示しています
ので︑ぜひ一度ご覧いただきたいと思いま
す︒
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このほかにも︑誘致企業である冷凍野菜
販売の﹁株式会社フレッシュグルメ大分支
店﹂犬飼工場の本格操業や︑定住対策とし
て進めてきた旧大野高校跡地の宅地分譲の
開始︑そして︑安心・安全な地域づくりに
資することを目的とした市内関係郵便局と
の協定の締結など︑多くの出来事がありま
した︒また︑就業や転勤など異動の多い年
度替わりの４月に市役所窓口を休日開庁す
るなど︑市民サービスの向上にも努めてま
いりました︒
一方で私は︑昨年を私の基本政策である
﹁働く場の確保﹂
﹁子育て支援の充実﹂
﹁学校
教育の充実﹂の３本の柱を本格始動させる
年と位置付け︑これまで︑情報関連企業の
誘致を促進するための補助制度の創設や︑
就職を希望する三重総合高校３年生とその
保護者への地場企業説明会の開催︑小・中
学生の通院等に係る医療費の現物給付の実
施︑中学生までのインフルエンザ予防接種
費用の助成︑キャリア教育を推進するため
のキャリア教育コーディネーターの配置︑
また市民活動団体が自ら企画提案し実施す
る﹁市民提案型協働のまちづくり活動推進
事業﹂を創設するなど︑一歩ずつ着実に歩
みを進めております︒
今後におきましても︑
﹁持続可能な豊後大
野市づくり﹂に向け︑誠心誠意︑努めてま
いりますので︑倍旧のご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます︒
最後になりますが︑本年は︑
﹁平成﹂最後
の年となり︑新たな時代の幕開けの年とな
ります︒時代の節目となるこの一年が皆さ
まにとってすばらしい年となりますよう︑
心よりお祈り申し上げまして︑年頭のごあ
いさつといたします︒
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新年ごあいさつ
豊後大野市議会議長

新年あけましておめでとうございます︒
市民の皆さまには︑ご健勝で輝かしい新
春をお迎えのこととお慶び申し上げます︒
また︑旧年中は市議会に対しまして温か
いご支援とご協力を賜り︑厚くお礼申し上
げます︒
さて︑昨年を振り返りますと︑本市では
人的被害を伴う大きな災害の発生はなかっ
たものの︑全国各地で大規模な自然災害が
多く発生した一年でありました︒改めて市
民の皆さま方には常日頃からの災害に対す
る備えをお願いするとともに︑市議会とし
ましても︑安全で安心して暮らせるまちを
実現するために一層の努力を傾注してまい
ります︒
市政では︑支所・公民館整備事業︑新図
書館・資料館建設事業の基本設計および実
施設計が終了するなど︑昨年は︑大型ハー
ド事業の施工に向けた準備の年でありまし
た︒今年はいよいよ本格的に事業が執行さ
れます︒市議会では︑住民の代表機関とし
て︑これらの大型事業の適正執行について︑
より厳しい姿勢で監視・けん制してまいり
ます︒
市議会では︑昨年︑議会報告会を市内４
会場で開催し︑市民の皆さまのご理解ご協
力により︑前年を上回る参加実績を残すこ
とができました︒また︑市民団体等との意
見交換会も適時行い︑より多くの市民の皆
さまが議会活動に参加できるようその機会
の確保に努めてきたところです︒本年にお
きましても︑市民参加の開かれた議会を目
指し︑積極的に広報広聴活動に取り組んで
まいります︒
豊後大野市では︑行財政改革を推し進め
ながら︑選択と集中により︑少子・高齢化︑

農地の荒廃︑地域産業の衰退など多くの課
題に取り組んでいかねばなりません︒また︑
新たな雇用の創出や移住定住の促進等によ
り︑市への新しい人の流れを興し︑地域活
性化を推進していく必要があります︒こう
した状況の中で︑二元代表制の下︑市議会
では﹁提案・行動・発信する議会﹂を構築
していき︑議会からの政策提言等を通じて︑
市執行部とともに市政発展に取り組んでま
いります︒また︑議会の改革を継続的に取
り組み︑議会活動の活性化と充実化を図り︑
豊かでやすらぎのあるまち︑地域に活力あ
るまちを実現していきたいと考えておりま
す︒
今後とも市民の皆さまのご支援︑ご協力
をお願い申し上げるとともに︑本年が皆さ
ま方にとりまして健康で飛躍の年となりま
すよう︑心よりお祈り申し上げ︑新年のあ
いさつといたします︒
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豊後大野市に事業用資産をお持ちの
法人、個人事業主の皆さまへ

償却資産（固定資産税）の申告をお願いします

平成31年１月１日現在で、償却資産（固定資産）を所有している方は、１月31日（木）までに税務課へ申告してください。

償却資産とは
土地・家屋以外の事業のために用いることができる資産のことで、構築物、機械、装置、工具、器具・備品などが該
当します。

申告の必要がある方は
規模の大小、法人個人を問わず商工業、飲食業、農業、医業などの事業を行っている方です。

所得税・法人税の確定申告をされている方は
償却資産についてもご確認ください！

償却資産の対象となる資産（事業別の例）
種

類

共

小

対
通

売

農

業

業

象

の

資

産

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、外溝、太陽光発電設備、広告塔、看板、応接セット、
キャビネット、エアコン、パソコン、金庫など
商品陳列ケース（冷凍・冷蔵機能付きを含む）、陳列棚、レジスターなど
ビニールハウス、脱穀機、乾燥機、加湿機、耕運機、田植機、コンベアー、コンバイン、草刈機など
※ただし軽自動車税（小型特殊自動車）の対象となるものは償却資産の申告対象外

飲

食

業

接客用家具、備品、厨房設備、カラオケセットなど

建

設

業

パワーショベルなど大型特殊自動車

理容業・美容業

椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスター、テレビなど

医院・歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、CTスキャン)、調剤機器など

不動産貸付業

舗装路面、門扉、緑化施設などの外構工事、屋外給排水設備など

○申告期限 １月31日（木）
○提 出 先 税務課および各支所。郵送およびエルタックス（電子申告）でも受け付けています。
○そ の 他 ①昨年度申告をしている方は、昨年12月中に必要書類を送付しておりますので、1年間の償却資産の増減
を申告してください。
②これまで申告していなかったり、30年中に事業を開始された方は税務課までお申し出ください。
③正当な理由なく申告をしなかったり、虚偽の申告（過少申告）をした場合などは、過料や罰則を科せら
れることがありますのでご注意ください。
④償却資産の申告について、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

問い合わせ先

税務課

資産税係

0974-22-1001（内線2105・2107）
2019.1
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平成31・32年度

建設コンサルタント等競争入札参加資格
審査申請書受付について

◆受付期間
①持って来る場合
２月１日（金）〜２月28日（木）
（土・日・祝日を除く８時30分〜17時）
②郵送・信書便の場合
２月１日（金）〜２月28日（木）
（郵送については、最終日消印有効／信書便については、最終日必着分まで有効）
◆申請書の提出方法（注意事項）
①大分県への申請を済まされてから申請してください。
②市内に本店または支店等の営業所を有する場合は、会社および代表者（市内在住の方に限る）の市税完納
証明書（滞納のない証明書※税務課または各支所で発行）を申請書に添えて提出してください。
③委任先がある場合は、申請書に委任状を添えて提出してください。委任状の様式は任意でかまいません。
④豊後大野市暴力団排除条例に基づき、暴力団等でない旨の誓約書の提出をお願いします。
⑤申請様式は市ホームページに掲載しています。
⑥新たに申請される場合は、大分県共同利用型電子入札システムに利用者登録が必要です。
⑦申請書をファイリングする必要はありません。
◆有効期限
建設コンサルタント等業者・・・平成33年３月31日まで

平成31・32年度

物品製造等の競争入札参加資格
審査申請書受付について

◆受付期間
２月１日（金）〜随時受付
（土・日・祝日を除く８時30分〜17時）
◆申請書の提出方法（注意事項）
①持ってくるか郵送・信書便で提出
②申請様式および作成要領は市ホームページに掲載しています。
（財政課 契約検査室で配布もできます。）
③豊後大野市暴力団排除条例に基づき、暴力団等でない旨の誓約書の提出をお願いします。
◆有効期間
４月１日（４月１日以降の受付にあっては、資格を付与した日）から平成33年３月31日まで

提出・問い合わせ先

財政課

契約検査室

活力ある地域づくりに！

0974-22-1001（内線2431・2432）

コミュニティ助成事業

コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝く
じの売り上げ収益金を活用して、市町村・コミュニティ組織（自治
会等）の拠点整備または地域活動に対し、助成を行うものです。

伝え守ろう！地域の歴史と文化
一般財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業を活
用し、犬飼町栗ケ畑区が獅子頭や衣装の購入をしました。今後、祭
を核とした活動や、地域の魅力発信に寄与することが期待されます。
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犬飼町栗ケ畑区

平成30年度 豊後大野市職員採用試験
【2期試験（追加実施分）】のお知らせ
豊後大野市では、平成31年度に採用予定の職員の募集を行います。募集内容は次のとおりです。

■試験区分および採用予定者数等
試験区分

試験種類
上級試験
初級試験

事

務

職

土木技術職

初級試験
(障がい者枠)

初級試験

受験資格要件
平成３年４月２日から平成 ９ 年４月１日までに生まれた人
平成９年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
昭和56年４月２日以降に生まれた人で、以下の手帳等の交付
を受けている人
次の手帳等は受験申込日および受験日当日において有効であ
ることが必要です。
①身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師（以下「指
定医」という。）もしくは産業医による障害者の雇用の促進等
に関する法律別表（※１）に掲げる身体障害を有する旨の診断
書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害に
ついては、指定医によるものに限る。）
②都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手
帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セ
ンター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知
的障害者であることの判定書
③精神障害者保健福祉手帳
※精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期
限の更新手続には時間を要しますので、ご注意ください。
昭和56年４月２日以降に生まれた人で、測量士、測量士補ま
たは土木施工管理技士のうちのいずれかの資格を有する人
（平成31年３月31日までに取得見込みの人を含む）

採用予定者数
１名程度
１名程度

２名程度

２名程度

※地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。 ※採用予定者数は、変更になることがあります。
※成績が基準点に達する人がいない場合は、採用しないことがあります。
※障がい者枠については、障がいの種類や程度に応じた受験上の配慮を行います。詳しくは実施要領でご確認ください。

■試験日時（第1次試験）
①試験内容

基礎能力試験（択一式筆記試験です。試験種類の上級試験とそれ以外では出題内容が異なります。
）
適性検査
②試験日時 １月26日（土）10時〜（受付９時〜９時30分）
③試験場所 市役所本庁舎（三重町市場1200番地）
※第2次試験の日程および試験内容については、第1次試験合格者に別途通知します。

■受験手続
①受験申込受付期間

１月15日（火）まで
土・日・祝日および年末年始（12月29日から平成31年１月３日）は受付不可
※受験申込書および実施要領の配布は、市役所総務課および各支所で行っています。
※本庁のみ、郵送での受験申込書の請求を受け付けます。その際、120円切手を貼付した返信用封筒（受験
者の住所・氏名を明記したもの。A４用紙が入るサイズ）を同封してください。
②受験申込書の提出先
豊後大野市総務課人事給与係 〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200番地
※郵便で提出する場合は必ず書留とし、受験票の切手欄に62円切手を貼ってください。
【１月15日(火)の消印まで有効】
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※1 別表 障害の範囲（第二条、第四十八条関係）
一

次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正
視力について測つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ〇・一以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれ
ぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい
障害で、永続するもの
ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると
認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著
しい制限を受ける程度であると認められるもの

問い合わせ先

総務課人事給与係

0974-22-1001（内線2402・2403・2404）

大分県市町村合同公売会

税金の滞納処分による
差押物品を公売します！

◆日時

１月27日（日）９時30分開場
◆参加団体 大分県および大分県内全市町村
第１回入札 10時30分開始
第２回入札 11時40分開始
＊物品は現状での中古品扱いであり、
◆会場 別府市民体育館
保証はございません。
別府市大字別府3016番地の1（別府市役所西側）
＊未成年の方は入札に参加できません。
【当日入札に必要なもの】
＊事情により、入札時間が変更になる
①購入代金（現金のみ）②本人確認ができるもの（運転免許証等）
ことがあります。
③印鑑（認印可、法人の場合は代表者印）
④代理人が入札する場合は委任状
⑤スリッパまたは体育館用シューズ等の上履き

問い合わせ先：大分県総務部税務課
市税務課収納管理係
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☎097-506-2382（直通）
0974-22-1001（内線2112）

簡易水道事業の水道事業への事業統合について（お知らせ）
現在、豊後大野市においては、水道事業（三重町、千歳町）および町ごとの簡易水道事業を運営していま
す。
平成31年４月から、簡易水道事業の経営基盤を強化し、地域住民サービスの維持向上等を図るため、清川、
緒方(朝地)、大野および犬飼簡易水道事業を水道事業に事業統合します。
●これにより、使用料名称や納付書の記載内容が一部変更となりますが、使用者の皆さまから新たに提出を
いただくものや料金改定等、日々の暮らしに影響を与えるものはありません。
●新たに口座振替をご利用になられる方へ（お願い）
水道事業では、便利な口座振替を推奨しています。
新たに口座振替をご利用される方につきましては、平成31年２月から口座振替依頼書の様式が変更になり、
新様式では水道料金「（三重町用）」、
「（三重町以外用）」の区分をなくしています。
旧様式は順次回収いたしますが、旧様式を使用される場合は、恐れ入りますが両方の区分の番号に○印を
記入していただきますようお願いします。

旧
水

道

料

金

様

式

新

９

（三重町用）
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（三重町以外用）

水

道

料

金

様

式

９

※ご不明な点がありましたら、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

上下水道課

管理係

0974-22-1001（内線2374・2375）

水道管の防寒対策について
寒波により広範囲に漏水が発生した場合、長時間の断水となる恐れがあります。寒さは水道管の大敵です。
水道管が凍結しないよう対策をしましょう。
冬の厳しい寒さで、水道管が凍って水が出なくなったり、破損することがあります。
気象情報に注意して、水道管の防寒対策をお願いします。
また、寒波が予想される場合は、事前に飲料水を確保しておいてください。
宅地内の水道管はご自身の所有物です。破損してしまうとご自身が修理費用を負担しなければなりません。

特に凍結しやすい場所

布などを巻く

○屋外で露出している水道管
○北向きで、日陰にある水道管
○風当たりが強い場所にある水道管
○給湯機器等の屋外設置機器

その上から
ビニールテープを
巻く

凍結防止の方法
●市販の水道管用の保温材や、タオル、毛布、布きれなどで水道管を覆い、濡れないように上からビニール
テープを巻きましょう。
●メーターボックスに保温材を入れましょう！保温材（発砲スチロール等）を細かく砕いて濡れないようにビ
ニール袋に入れ、メーターを覆うように詰めましょう。(メーター検針が容易にできるようにしてください)
●蛇口から水を楊枝１本くらいの太さで出しておくのも凍結防止に有効です。

問い合わせ先

上下水道課

工務係

0974-22-1001（内線2373）

2019.1
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日
談
相
れ
忘
『もの
の お知らせ

認知症に関する心配ごとや困りごとについて、相談員が
ご本人やご家族・関係者からのご相談に応じます。お気軽
にお問い合わせください。

◆日時：１月18日（金）14時〜16時 傾聴セラピストによる傾聴
１月21日（月）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
２月 ６ 日（水）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
◆場所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
問い合わせ先

●高齢者福祉課 地域包括ケア推進室
●豊後大野市地域包括支援センター
●地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ

0974-22-1001（内線2171）
☎0974-22-0505
☎0974-22-8181（水・土のみ）

★ひなたぼっこで『若年性認知症の集い』を開催しています。ご相談を希望される方は上記の問い合わせ先
へご連絡ください。

認知症サポーター養成講座を受講しませんか
市では、認知症になっても安心してくらせるまちづくりに取り組んでいます。
認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支
援する方を養成する「認知症サポーター養成講座」を次の日程で開催します。

日時：１月31日（木）10時〜11時30分 ＊受付９時30分から
場所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
講座終了後、サポーターの証であるオレンジリングを差し上げます。
受講を希望される方は、事前の申込みをお願いします。

申込み・問い合わせ先

高齢者福祉課

地域包括ケア推進室

0974-22-1001（内線2171）

小中学校で『認知症サポーター養成講座」を開催しました
10月２日に大野小学校４年生を対象に、10月３日は大野中学校３年生を対象に、11月14日は清川小学校４年
生を対象に認知症サポーター養成講座を開催しました。
『子どもの時から認知症の理解を深め、高齢者に優しく
接することを学ぶ』ことを目的としています。
講座の内容は、始めに認知症キャラバンメイトから「認知症を正しく知り、理解を深めよう」の講話を聞き、続
いて児童・生徒や認知症キャラバンメイトが高齢者役を演じた劇を見学し、
「高齢者への声のかけ方や接し方につ
いて」グループごとに話し合いました。
「これからはやさしく言葉をかけよう」
「正面から話かけよう」
「高齢化が進んでいく中で、認知症のことをもっ
と学んでいきたい」等の多くの感想が出され、とてもよい学習ができました。

大野小学校の様子
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大野中学校の様子

清川小学校の様子

豊後大野市自殺対策行動計画（案）に対する
市民意見の募集について
豊後大野市自殺対策行動計画（平成31年度から５年計画）について、広く市民の皆さまからご意見を募
集します。
◆募 集 期 間 １月30日（水）〜２月20日（水）
◆閲 覧 方 法 ①市役所ホームページを閲覧（PDFファイルを掲載）
②市民生活課健康推進室および各支所にて閲覧
◆対
象
者 市内に在住または通勤・通学をしている人、市内に事業所を有する法人その他の団体
◆提 出 方 法 住所・氏名・連絡先を明記し指定された様式で提出してください。
（郵送・ＦＡＸ・メール）
様式は、市ホームページでダウンロードするか市民生活課健康推進室および各支所で配
布しています。
◆提出・送付先 〒879-7198 豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 市民生活課健康推進室 親子健康係
ＦＡＸ 0974（22）6653
メール d104050＠city.bungoono.lg.jp

問い合わせ先

市民生活課健康推進室

親子健康係

0974-22-1001（内線2136）

ホームスタート やしの実

10周年

11月30日、神楽会館で家庭訪問型子育て支
援事業「ホームスタートやしの実10周年記念
講演会」が行われました。
ホームスタートやしの実は、全国にさきがけ
「傾聴」と「協働」を基本としたボランティア
による訪問を続けてきました。今後も妊娠中の
方や就学前のお子さんがいる家庭を訪問し、保
護者の気持ちを元気にする子育て支援をしてい
きます。

問い合わせ先

ホームスタート

やしの実

☎0974-22-3003

生ごみ処理容器（コンポスター）給付事業について
家庭ごみの減量化・再資源化を推進するために、生ごみ処理容器（コンポスター）給付事業を実施して
います。給付基数には限りがありますので、希望される方はお早めに申請してください。
◆手続きの流れ
① 環境衛生課または各支所に給付申請書を提出する。
② ご自宅に給付決定通知書および納付書が届いたら自己負担金（2,500円/基）を市役所等で納付する。
③ ①の窓口へ領収書を提示し、コンポスターを受け取る。
コンポスターのサイズは190リットル（直径720㎜×高さ710㎜）です。配送は行いませんのであらか
じめご了承ください。
◆給付条件
豊後大野市内に住居を有する方（事業所等の設置は原則対象外）。

問い合わせ先

環境衛生課

環境衛生係

0974-22-1001（内線2304）

身近なことからＣＯ2削減。

マイバッグを利用しましょう。
2019.1 10

老若男女 だれもが参加し楽しんだ

おおいた大茶会

第33回国民文化祭・おおいた2018／第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会

国民文化祭および全国障害者芸術・文化祭が市内各文化施設において開催され、県内外から数多くの方にご来場いた
だきました。舞台発表や美術作品の創作、ボランティア等、ご参加いただきました皆さま、ご協力ありがとうございました。
●「巨大寝ころび招き猫」は、引き続き朝倉文夫記念公園に展示します。

第14回大分アジア彫刻展・特別企画「巨大寝ころび招き猫」 期間：10月６日〜11月25日 会場：朝倉文夫記念公園

巨大な彫刻作品の大きさは、長さ10.4メー
トル、高さ3.7メートルです。

作品は、東京芸術大学の深井隆教授、学生
ら10人が、10日間かけて制作。

「耕す里の大御幸祭」 期間：10月20日〜10月28日

会場：神楽の里 能場公園・神楽会館

オープニングは、獅子、羽熊、神輿からな
る御幸行列。
（写真：宇田枝羽熊座）

御嶽神社の神輿の入場後、雨堤獅子保存
会による「納めの舞」が行われました。

御幸行列、開会式の後、市内の神楽座と招
待神楽座が共演。
（写真：御嶽神楽）

招待 神楽 座 の三毛 門（みけ かど）神楽講
（豊前市）は、にぎやかな舞を披露。

櫟木（いちぎ）神楽座（由布市）は、人気の
ある大蛇（おろち）退治を熱演。

神楽会館にて、三重総合高校神楽部のご
協力でお囃子・着付体験を行いました。

「実りの里の芸術祭」
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市内の小学生や中学生を招いて特別授業
を行いました。

期間：10月30日〜11月18日 「神楽オペラ合唱版」

11月24日

会場：エイトピアおおの

展示の部は、萌葱の里や保育園から高齢
者まで多くの市民の作品を展示。

三重総合高校吹奏楽部による演奏で、芸能
の部１日目がスタート。

吹奏楽の演奏に続いて、演劇が上演されま
した。
（写真：三重総合高校演劇部）

２日目は、町ごとに地域の特色を表現。
（写真：オープニング・琴・いけ花）

千歳町は、千歳小学校５年生が、ひょうた
ん様を元気いっぱい演じました。

「神楽オペラ合唱版」は、公募による合唱
隊と音楽家が共演しました。

2019.1

おおのトピックス
ぶんご
第８回 豊後大野市ふるさとまつり 〜秋の大収穫祭2018〜
11月18日、大原総合体育館（フレッシュランドみえ）周辺特設会場で上記イベントが開催されました。
当日は好天に恵まれ、多くの来場者が訪れ太鼓や神楽等のステージイベント、屋台、毎年恒例のジャンボかぼちゃコンテス
ト等で盛り上がりました。
ジャンボかぼちゃコンテストは、豊後大野市認定農業者連絡協議会が開催し、今年は「重量の部」に74点の出品、
「重さ当
ての部」では192人の方が投票しました。１位の方には、景品としてそれぞれ豊後牛のステーキが贈呈されました。結果は次
のとおりです。
（敬称略）
重量の部

１位

足立隆久（犬飼町）54.8kg

２位
３位

重さ当ての部

１位

甲斐

昭子（緒方町）誤差0.1kg

阿部重之（犬飼町）50.0kg

２位

松尾

仁美（大分市）誤差0.1kg

株式会社

３位

羽田野絢聖（大分市）誤差0.1kg

創（犬飼町）45.5kg

※0.1kgの誤差で７人が投票し、じゃんけんにより
順位が決まりました。

▲オープニングを飾った最乗寺子供太鼓の皆さん

▲ジャンボかぼちゃ重量の部
優勝の足立さん

▲ジャンボかぼちゃ「重い！」

▲みえ犬飼フラダンスの皆さん
かん

しょ

大野児童館甘藷植え付け
体験事業の報告および甘藷贈呈式
11月22日、大野児童館および隣保館交流事業として実施した体験事
業で収穫した甘藷贈呈式が行われました。
い とう たい

が

ご

とう たく と

大野児童館から代表して、伊東大我さん（大野小６年）、後藤拓翔さ
ゆめ

と

ん（同２年）、後藤夢翔さん（同２年）の３人が事業の報告をし、収穫し
たサツマイモ（甘藷）を市長に手渡しました。市長が「皆さんが頑張っ
て作ったサツマイモを早く食べたいです。」とお礼の言葉を述べると、
伊藤さんが「天ぷらにして食べるとおいしいです。」と市長に食べ方の
アドバイスをしました。
この事業は、大野児童館を利用する児童を対象として、地域住民の
方々のご協力を得て、甘藷の植え付けから収穫までの体験を行ったも
のです。

▲市長にサツマイモを手渡す３人
2019.1 12
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法務大臣表彰受賞！ 豊後大野市感謝状贈呈式
11月26日、上記贈呈式が市役所で行われました。
今回感謝状を授与されたのは、犬飼町久原の秦正也さんです。
秦さんは、人権擁護委員として、平成16年10月から現在に至るまでの通算14年以
上にわたり、差別や虐待のない社会を実現するため、豊後大野・竹田地域で人権啓発
活動や人権相談等に取り組まれていることなどが評価され、法務大臣表彰を受賞さ
れました。
感謝状を受領した後、秦さんから「今回の受賞を励みに、今後も市民のため、人権
啓発活動等にさらに力を入れる決意を固めました。」と謝辞が述べられました。
▲感謝状を手にする秦さん
しん まさ や

大分県・豊肥地区総合防災訓練
11月25日、豊後大野市、竹田市で関係する89機関が参加し、上記訓練が行われました。
大野総合運動公園会場（大野町）では、市消防本部、県警、自衛隊などの防災機関による救助救出訓練などが行われ、大野町
土師地区が孤立したとの想定でヘリによる救出訓練も行われました。また、三重会場（三重中学校）では、前内田区の皆さんが避
難者役となり、避難所開設・運営訓練が行われ、日本赤十字社奉仕団豊後大野支部、大分県ＬＰガス協会大野地区ＬＰガス協議
会および自衛隊による避難者への炊き出し訓練、地震体験車の体験搭乗等の訓練が行われました。

▲三重会場の様子

▲大野総合運動公園会場の様子

御嶽山 紅葉の森造り 植樹イベント
12月２日、清川町の能場公園にある神楽殿裏手の山に、イロハモミジなど13種類の落葉広葉樹を330本植えました。
小・中学生、高校生、地域の方、総勢130人のボランティアの方々で、世代間交流をしながら楽しく作業を行いました。清川町の
新たな景勝地として、秋には色とりどりの木々が私たちの目を楽しませてくれることでしょう。このイベントは瀬戸内オリーブ基
金から助成を受けて行いました。
清川まちづくり協議会は清川町のシンボルである御嶽山の再生事業に取り組んでいます。３月には、御嶽桜ロードに、ジンダイ
アケボノ（桜）を70本植樹します。ボランティアの皆さんのご参加お待ちしております。

▲ボランティアの皆さん、ありがとうございました！

長谷川地区
カーブミラー清掃作業
10月28日、交通安全協会長谷川分会の皆さんが上
記作業を行いました。
当日は、老人クラブの方も参加し、約20人での作
業となりました。この活動は交通安全の意識を高めよ
うと平成21年度から10年間継続して行われています。
▲キレイに磨きました！
13
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▲長谷川分会の皆さん

おおのトピックス
ぶんご
朝地はやぶさが有終の美を飾る！
第27回 豊後大野市学童野球大会

12月１日・２日、三重大原野球場などで上記大会が開催されました。
６年生にとっては最後となる大会で、10チームが参加し熱戦を繰り広げた結
果、朝地はやぶさが優勝しました。また、開会式では平成30年度のベストプ
レーヤーが表彰されました。結果は次のとおりです。
優 勝
準優勝
第３位

朝地はやぶさ
犬飼野球少年団
緒方野球スポーツ少年団、三重レッドソックス

▲優勝した「朝地はやぶさ」の皆さん

【ベストプレーヤー】（敬称略）
阿南
若松
芦刈
太田
板倉
武藤

楓吾（三重サンライズ）
阿南
亮（緒方野球スポーツ少年団）
隼斗（三重サンライズ）
酒井 将希（新田ニューボーイズ）
芽生（犬飼野球少年団）
松田 汰己（千歳野球スポーツ少年団）
陸（三重レッドソックス） 首藤 啓輔（百枝若あゆ野球少年団）
稜弥（朝地はやぶさ）
三浦
暖（清川野球スポーツ少年団）
央明（大野ファイターズ）

第12回 犬飼町ソフトボール協会長杯犬飼職域ソフトボール大会
12月２日、犬飼総合グラウンドで５チームが参加し、上記大会が行われました。
この大会は１チーム２試合を行い、勝敗に関係なく総得点で順位を決定する大
会です。優勝は２試合合計で46点をとった「株式会社大建設チーム」となりまし
た。結果は次のとおりです。
（敬称略）
優 勝 株式会社大建設チーム［46点］
準優勝 ドッグバードグループチーム［27点］
第３位 Dパーズチーム［21点］
最優秀選手賞
二宮隆三（株式会社大建設チーム）
▲優勝した「株式会社大建設チーム」の皆さん
最多失点チーム賞 日本調理機株式会社チーム（41失点）

第27回 犬飼町スポーツ振興会長杯野球大会
10月15日から11月７日までの間、犬飼総合グラウンドで上記大会が開催されま
した。
大会には、６チームが参加し９試合が行われ、朝地スクラップが優勝しました。
大会結果は次のとおりです。
（敬称略）
優 勝 朝地スクラップ
準優勝 豊後大野市役所野球部
第３位 大野ＪＶ
最優秀選手賞 田邊周平（朝地スクラップ）

▲優勝した朝地スクラップ

第14回 犬飼ぐるっと歩こう会
12月２日、犬飼町スポーツ振興会主催で上記歩こう会を開催し、犬飼町内外から
162人が参加しました。
当日は天気が良く、旧長谷小学校をスタート・フィニッシュとして、3.2ｋｍコース、
５ｋｍコース、8.2ｋｍコースに分かれて歩きました。阿蘇社や大聖寺でボランティア
ガイドの説明を聞き、歩いた後は、犬飼町婦人会の皆さんが作った豚汁を味わいまし
た。閉会後のお楽しみ抽選会では、当選者の名前が発表されるたびに大きな歓声が
上がっていました。
▲さあ、出発！

第16回 千歳ひょうたん健康マラソン大会
12月２日、千歳総合運動公園周辺で上記大会が開催されました。
県内外からの参加者373人（参加年齢4歳〜87歳）が健脚を競い、沿道からは温か
い声援が送られました。
この大会は、120人のボランティアスタッフの方々に支えられています。
結果は市ホームページをご覧ください。
楽しく走りました！▶
2019.1 14

おおのトピックス
ぶんご
第27回 三重町地区対抗
親善ゴルフ大会
11月21日、三重町スポーツ振興会と三重町ゴルフ協会による上記
大会が三重カントリークラブで開催されました。
12チーム54人が参加し、熱戦を繰り広げ、団体では肝煎２区チーム
が優勝しました。団体、個人の成績は次のとおりです。
（敬称略）
＜団体＞
優 勝
準優勝
第３位

肝煎２区チーム
下赤嶺チーム
三重原Aチーム

＜個人＞
○一般・シニアの部
優 勝 神宮 伯洋
準優勝 衞藤 泰生
第３位 衞藤 芳郎

▲団体の部で優勝した「肝煎２区チーム」の皆さん
○グランドシニアの部
優 勝 神品 英二
準優勝 戸上 重男
第３位 赤嶺 睦郎

○ベストグロスグラウンドシニアの部
神品 英二
一般の部
衞藤 泰生

第37回 三重町地区対抗駅伝競走大会
12月２日、三重町スポーツ振興会主催で上
記大会が開催されました。９チーム（地区）が
９区間13.1Ｋｍを激走した結果、Ａ部東部チー
ム、Ｂ部上赤チームの優勝で幕を閉じました。
＜大会結果＞

Ａ部
Ｂ部

優 勝
準優勝
優 勝
準優勝

東部チーム
百枝チーム
上赤チーム
新田チーム

▲第1区スタート 小学生からタスキをつなぐ ▲大会新記録で優勝した「東部チーム」

第24回 おがた五千石マラソン大会
11月23日、原尻の滝上をスタート・
フィニッシュとした上記大会が開催されました。
今大会では745人の選手がエントリーし、九州全域、遠くは新潟から参加しました。
緒方小学校６年生の阿南亮さん・渡部ちほさんによる選手宣誓後、部門ごとに
続々とスタートしました。選手からは「来年もぜひ参加したい大会！」との感想も寄
せられました。この大会は多くのボランティアスタッフや関係者に支えられ運営さ
れています。
結果は市ホームページをご覧ください。
▲勢いよくスタート！

平成30年度 清川町地域対抗
ミニバレーボール大会

10月31日、清川中学校体育館で上記大会が開催されました。
町内から９チームが参加し、熱戦を繰り広げにぎやかな大会となりました。決勝
戦は、雨堤チームと天神チームとの対戦となり、雨堤チームが優勝を果たしました。
競技を通じて地区内外との交流ができ、大いに盛り上がりました。結果は次のとお
りです。
▲優勝した「雨堤チーム」の皆さん
優 勝 雨 堤 チーム
準優勝 天神 チーム
第３位 六種 チーム

平成30年度 大野町自治会
親睦ミニバレーボール大会
11月５日から７日にかけて、大野公民館体育室で上記大会が開催されました。
参加した５チームはミニバレーを通じて交流を深めながらも、懸命なプレーを繰り
広げました。結果は次のとおりです。
優 勝 西部チーム
準優勝 東部チーム
第３位 田代チーム
優勝した「西部チーム」の皆さん▶
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人権・男女共同参画啓発コーナー
「豊後大野市部落差別の解消の推進に関する基本方針」
および
「豊後大野市部落差別解消推進教育・啓発基本計画」
を策定しました
本市では、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことから、この法律の趣旨にのっと
り部落差別のない豊後大野市を目指して、
「豊後大野市部落差別の解消の推進に関する基本方針」および「豊後大野市
部落差別解消推進教育・啓発基本計画」を策定しましたので、お知らせします。
なお、全文は市のホームページに掲載しています。

問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

人権・部落差別解消推進係

0974-22-1001（内線2492）

男女共同参画市民講座

『ワークライフバランスと男女共同参画』受講者募集
〜Work（仕事）
とLife（生活)のBalance（調和)の実現について考えてみませんか〜

講
日

師：篠原丈司 氏（社会保険労務士）
時：１月23日（水）

無料
受講料

18時〜１9時30分
場
所：中央公民館第１会議室（市役所２階）
対
象：どなたでも受講できます
申込締切：１月18日（金）

申込み・問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

託児サービスあります
希望される方は、
１月18日
までにお申込みください。

男女共同参画係

0974-22-1001（内線2491）

歴 史 〜戦後開拓からの変貌〜 三重原区
探訪

第２次大戦中の昭和16年〜戦後の20年代、荒廃した国土に満州や朝鮮半島からの引揚者も重な
り、国内は深刻な食糧不足と失業が社会問題となります。この問題を解決するため、次男・三男ら
が故郷を離れ異郷の地で山林等を農地へと切り開く開拓事業が国内で広がります。大分県全域でも
進められ、国東半島のミカン農家増加等がこの典型例です。
しかし、開拓とはこのような日の当たる事業だけではありませんでした。三重町東部の三重原区では裸一貫で入植
（移住）した人達が住居もなく伐採した竹木で作った簡易な家で寝泊まりし、機械もない時代に開墾鍬一つで竹木が生
い茂る土地と格闘し続ける毎日でした。加えて水の確保も簡単ではなく、高台のため飲水や生活用水を低地にある共
同の水場までくみに行かなければなりません。その水くみはもっぱら子どもの仕事でした。ようやく切り開いた畑
も野菜栽培に適さない強酸性の火山灰土壌とその後も悩まされ、あまりの過酷さゆえ離農者や志半ばで息絶えた方も
いたそうです。
そして時代は変わり、昭和40年代以降は宅地開発が進み今や人口約2,000人と一自治体の姫島村にも匹敵する市
内随一の住宅街（写真1）となった三重原区周辺には、小学校・保育園・スーパー・病院等が建ち並び誰もが不自由
なく暮らせ、もう開拓時代をうかがうことはできません。
ただ、唯一その時代を伝える場所があります。三重原神社一角に三重原区の繁栄は先人達の苦労の上に成り立って
いると入植者をたたえる記念碑（写真2）があります。ここが開拓地であることを忘れてはいけないと、そう訴えて
いるかのように立っています。
かい こん ぐわ

三重原区周辺の住宅街（写真１）

問い合わせ先：社会教育課 文化財係

三重原神社にある記念碑（写真２）

0974-42-4141
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図書館 だより

おりがみ教室

平成31年１月

１月27日（日）10時10分〜12時
場 所：豊後大野市図書館 研修室
対 象：子どもから大人まで（定員30人）
講 師：甲斐清子先生
※おりがみをお持ちください
簡単なようで難しい、そして
奥が深いおりがみ。日本折紙協
会の認定講師から折り方を教わ
ってみませんか？
★参加無料
★申込開始：１月８日
（火）
10時〜
今回はおひなさまを折ります！

豊後大野市図書館

図書館カレンダー

こんな方におすすめ！
★子どもさんと一緒に折り
たい方（親子参加OK！）
★学校や園、施設などで折
り方を教えたい方
★自分の脳トレ、楽しみの
ために

児童書の古典文学コーナー
児童書の古典文学コーナーでは、時代順に本を並べていま
す。同じタイトルの中から自分に合った本を選ぶことができ、
古典文学の大きな流れもつかむことができます。
古典の原文・口語訳・意訳・マンガ版などいろいろあり、
児童書ですがとても分かりやすい本が多いので、大人の方に
もよく利用されていま
す。
ぜひコーナーをのぞ
いてみてくださいね。
年表を参考にしてください！

1
8
15
22
29

水

2
9
16
23
30

木

3
10
17
24
31

金

4
11
18
25

土

5
12
19
26

↑検索はこちらから!
（携帯サイト）

11月から12月に
かけて、市内の小
学校４校の２年生
が、生活科の一環
で図書館の見学に
訪れました。
特に普段は見ら
れない書庫に入り、可動式の書架に本がぎっしり入ってい
る様子に驚いていました。
本は全部で何冊ありますか？いちばんページ数が多い本
は？など、いろいろな質問が出ていました。

8日
（火）

596.3イ

10日
（木）

お正月はあんこを食べる機会も多いのでは
ないでしょうか。あんこもちに飽きたら、小
豆を使った他のお料理を作ってみませんか？
煮物、炒めもの、ソースやトッピングにも！
小豆はスイーツ以外にもいろいろ使える健康
食品です。

22日
（火）
24日
（木）

巡回日程

巡回ステーション 巡回時間

日

１月

巡回ステーション 巡回時間
9：10
通山幼稚園
9：30
ひがしこども園
9：45
9 日 いぬかいこども園
10：00
東幼稚園
10：30
（水） 千歳保育園
12：50
三重東小学校
12：45
新田小学校
9：15
すがおこども園
9：20
11日 緒方保育園
10：15
菅尾小学校
12：55
（金） 緒方小学校
13：00
朝地小学校
あさじルンビニこども園 9：15
9：30
ももえだこども園
23日 おおのルンビニこども園 10：20
10：10
百枝小学校
12：55
（水） 千歳小学校
13：00
清川小学校
13：20
千歳幼稚園
9：20
9：20
しいのみこども園
三重幼稚園
25日
9：40
12：35
大野小学校
どんぐり幼稚園
（金）
12：40
犬飼小学校
おおのさくら幼稚園 13：10

新 刊 案 内

会社を綴る人

草々不一

朱野帰子

朝井まかて

朝比奈あすか

長岡弘樹

人生のピース

救済

西條奈加

林真理子

雨上がり月霞む夜

愉楽にて

原田マハ

似鳥鶏

常設展示室

葉室麟

そこにいるのに

曙光を旅する

小川糸

森見登美彦

針と糸

熱帯

山野辺太郎

山西雅子

アンナ・スメイル

田村正之

いつか深い穴に落ちるまで

俳句づくりに役立つ！旧かな入門

鐘は歌う

人生１００年時代の年金戦略

ＮＨＫ出版

早坂信哉

からだのための食材大全

最高の入浴法

渡邊忠司

田嶋英子

イラストで見る接客の基本とコツ

今野真二

子どもの﹁困った﹂が才能に変わる本

ことばでたどる日本の歴史

2019.1

7
14
21
28

日

井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ

17

6
13
20
27

火

移動図書館

今月のおすすめ！
主婦の友社

月

休館日です

図書館見学

知っていますか？

岩崎啓子

日

１月

0974-22-7733

高齢者肺炎球菌予防接種は
お済みですか。
これまでに 肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこと
がない方で、平成30年度に次の年齢となる方

健康スケジュール

65歳：昭和28年４月２日〜昭和29年４月１日生まれの方

☆こころの相談会☆

70歳：昭和23年

〃

〜昭和24年

〃

75歳：昭和18年

〃

〜昭和19年

〃

対象者

80歳：昭和13年

〃

〜昭和14年

〃

85歳：昭和 ８ 年

〃

〜昭和 ９ 年

〃

名 称
日 時

90歳：昭和 ３ 年

〃

〜昭和 ４年

〃

場 所

95歳：大正12年

〃

〜大正13年

〃

100歳：大正 ７ 年

〃

〜大正 ８ 年

〃

対応者
問合せ
申込先

※60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能の障害を有する方も対象になります。

◆接種期間
３月31日まで
◆接種費用
自己負担金 3,000円（助成適用後の額です）
（生活保護受給者は自己負担金なし）
★注意 平成30年度の対象者には、市から「高齢者肺炎球
菌予防接種受診券」を平成30年４月上旬に郵送していま
す。受診券がないと助成が受けられませんので、必ずお持
ちください。

２月の集団健診

今年度最後の集団健診【レディース検診・未受診者健診】
です。まだ受診していない方はぜひお受けください。また、
各町の集団健診開始前に、健診日程表（チラシ）を全戸配布
しています。対象年齢や料金等はチラシをご覧ください。
検診日

17日（日）
18日（月）

８時30分
〜10時

８時30分
〜10時

豊後大野市役所

９ 日（土）

健診実施項目

受付時間 会場

【レディース検診】※1
子宮頸がん、乳がん（マンモグラフィ
ー・超音波検査）、骨粗しょう症検診
【未受診者健診】
特定健診(基本健診)、肺がん・結核、
胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳
がん（マンモグラフィー・超音波検
査）、前立腺がん、骨粗しょう症検診

※１ 予約をお願いします。託児があります。
予約定員は、
マンモグ
ラフィー50人、超音波50人です。
１月の集団健診はありません。

申込み・問い合わせ先

市民生活課

気分の落ち込み・ひきこもり・認知症・依存症等こころ
の健康について困りごとのある方、またはその家族
こころの相談会
精神保健福祉相談
１月21日（月）13時〜16時 １月24日（木）14時〜16時
豊肥保健所
中央公民館応接室
三重町市場934-2
（市役所２階）
専門医
臨床心理士
電話 0974-22-4655 市民生活課内 電話 0974-22-0162
豊肥保健所保健師
豊後大野市こころのホットライン

☆断酒会・ひまわり会☆
名 称
日 時
場 所
対象者
内容等

断酒会
ひまわり会
毎週火曜日※
１月６日（日）
、
２月３日（日）
19時〜21時
９時30分〜11時30分
中央公民館応接室（市役所２階）
アルコールのトラブルで アルコール 依 存 症に悩む
お 悩 み の 方 や、「自 ら 酒 ご家族の方の会です。初め
を断つ」という生き方を て参加される方は、事前に
希望する方たちの会です。 市役所へご連絡ください。

※１月１日はお休みします

☆パパママひろば
（両親学級）
☆
日 時 ３月１日
（金）受付９時30分〜９時50分
場 所 市役所１階 保健センター
内 容 お産の経過と呼吸法、妊娠中の栄養と口腔ケアなど
講 師 助産師、栄養士、歯科衛生士
対 象 妊婦さんとお父さんになる方
＊電話で予約をお願いします

☆すくすくひろば
（育児学級）
☆
１月10日（木）
２月14日（木）
受付９時30分〜10時 受付９時30分〜10時
場 所
市役所１階 保健センター
内 容
離乳食と歯の手入れ
ベビーマッサージ
4〜5か月の赤ちゃんと 3〜4か月の赤ちゃんと
対象児
その保護者
その保護者
日

『ぶんごおおの健康づくり10か条』
第10条 年１回は健康診断を受けよう！

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

時

＊電話で予約をお願いします

☆妊婦・子育て相談のお知らせ☆
お子さんの成長やかかわり方、子育てに関するちょっ
とした疑問等なんでもご相談ください。
実施日
時 間
場 所
1月10日(木）10時30分〜11時30分 千歳支所（旧千歳保健センター）
1月11日(金）10時30分〜11時30分 旧朝地母子健康センター
1月23日(水）10時30分〜11時30分 三重ふれあい児童館
1月24日(木）
10時〜11時
緒方保育園内子育て支援センター
2月 5日(火）10時30分〜11時30分 いぬかい子育て支援センター

☆幼児健診☆

○受付時間：12時50分〜13時20分

健診内容
１歳６か月児健診
３歳６か月児健診
実 施 日 １月17日（木） ２月６日（水） １月９日（水） ２月７日（木）
対 象 児 H29年５月生まれ H29年６月生まれ Ｈ27年６月生まれ Ｈ27年7月生まれ
市役所１階 保健センター
場
所
〔持ってくるもの〕・母子健康手帳・送付された問診票等
（お願い）都合で受診できないときは、保健師にご連絡く
ださい。次回の健診をご案内します。

健康推進室

0974-22-1001
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豊後大野市の
食育を知ろう

〜犬飼中学校の取り組み〜
お話：森真由美 養護教諭

食べトーク！
「今月も始まりました食べトーク。今回のテーマは『ねぎ』です。」
給食の時間にスピーカーから流れてきたのは、毎月第３火曜日に生徒会保体部が放送している「食べトーク」です。犬
飼中学校では、昨年度から給食の放送時間を活用して、食に関する情報の発信を行っています。給食のおかずに入って
いる食材やメニュー発祥の国についてなど内容はさまざまです。栄養の部分は養護教諭が考えますが、実際放送する全
体の原稿は当番の生徒が考えます。
「漫才みたいにおもしろくしたい」
「掛け合いを入
れたい」など、どうしたら楽しく聴いてもらえるかを考え、お昼休みを利用して何度も練
習を行っています。12月は保体部の３年生が放送しました。
「ねぎの白い部分には食欲
を増進させ、体を温める効果があり、青い部分はカルシウムやビタミン類を多く含むの
で、風邪予防になる。」
「ねぎはたくさん刻むと良いので、納豆に入れたり、味噌と合わ
せてご飯にかけて食べるとおいしい。」といった栄養や調理の工夫から、
「関東は白ね
ぎ、関西は青ねぎが主流。」などといった豆知識まで紹介しました。５分間という決め
られた時間の中で、１つのマイクに向かって交代しながら慌てる様子もなく話している
▲食べトークの様子
後ろ姿は「さすが３年生だな」とほれぼれします。

PTA食育標語
「食育に関する標語を親子で考えよう!」をテーマにPTAの
文化研修部が生徒・保護者を対象に食育標語を募集しました。
多くの作品応募があり、いつもごはんを作ってくれる保護者
への感謝の気持ちや農作業を行っている祖父母の姿を標語に
したものなど、心温まる作品ばかりでした。その中から優秀
作品10点を部会で選び、文化祭で表彰を行いました。出品さ
れた全作品も文化祭で体育館内に
掲示しました。
食育を親子で考える良い機会に
なったとともに、地域 の方が 参加
してくれる文化祭で表彰すること
により、多くの方に食育の啓発が
▲食育標語、表彰式の様子
できたのではと思っています。

＜優秀作品＞
１年生の部 ばあちゃんの 作るピーマン 弁当に
さじ加減 ミラクル起こす 完成度
２年生の部 卵焼き 今日は失敗 いり卵
卵焼き 母の愛情 詰まってる
３年生の部 母の味 いまだに超えれず すごさ知る
母の苦労 弁当の日は よくわかる
母の味 似つかないけど 完成です
保護者の部 兄弟の 性格見える 弁当づくり
まな板に 基本に忠実 ネコがいた
あと少し あなたと過ごす 弁当日

弁当の日
学期ごとに「弁当の日」を設け、事前の食材準備以外はすべて自分で作ってきてもらいます。出来上がった弁当の評価
をしない、保護者が手を出さない等のルールを掲げることで、子どもの自立のきっかけづくりとしています。

豊後大野市不妊治療費助成事業のご案内 コンぺい糖（糖尿病）教室の
〜年度内申請をお願いします〜

市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目
的として、治療に要した費用の一部を助成する事業を行っています。
◆助成対象者
①不妊治療を開始しているご夫婦
②不妊治療を受けた日および助成金の申請日において、夫婦と
もに市内に住所を有する方
◆対象となる治療
①医療保険適用の不妊治療および不妊検査
②人工授精
◆助成額と助成期間
ひと組の夫婦に対して１年度10万円を限度に、通算する５年度
◆申請期間
不妊治療を受けた日の属する年度の３月末日まで
（ただし３月治療分については、翌年度の４月末日まで申請可
能です。
）
申請書類は、ホームページからダウンロードできます。
※大分県でも特定不妊治療費の助成事業を行っています。豊肥保
健所（地域保健課 ☎0974-22-0162）が申請窓口です。

申込み・問い合わせ先
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お知らせ

血「糖」を上手に「コン」トロールして
合「ぺい」症を防ごう
糖尿病の予防や重症化予防の教室を開催します。血
糖値やヘモグロビンA1cの数値が気になる方、ご家族
のご参加をお待ちしています。

◆１月18日（金）
会場 市役所１階保健センター
受付 ９時15分〜 教室 ９時30分〜11時45分
講話「糖尿病の基礎知識」
（講師：糖尿病療養指導士）
（講師：歯科衛生士）
講話「糖尿病と歯科の関係について」

◆２月14日（木）
会場 市役所２階公民館視聴覚室
受付 ９時15分〜 教室 ９時30分〜11時45分
講話「コンぺい糖な食事について」
（講師：栄養士）

市民生活課 健康推進室

0974-22-1001

確定申告に関するご相談は、
確定申告
電話相談センター「０」番へ！
熊本国税局では、１月16日（水）から３月15日（金）まで
の間、所得税・消費税・贈与税の確定申告に関する電話相
談に対応するため、
「確定申告電話相談センター」を開設
しています。
最寄りの税務署に電話していただき、音声ガイダンスに
従って「０」番を選択した後、ご用件をお話しください。相
談会場や受付時間などのお問い合わせについては、専用
オペレーターがお答えします。
また、確定申告以外の国税に関する一般的な相談は、
「熊本国税局電話相談センター」をご利用ください。自動
音声案内によりご案内しますので、
「１」番を選択していた
だくと、熊本国税局電話相談センターの職員がご相談を
お受けします。
なお、相談は市内通話料金で
ご利用いただけます。
問 三重税務署
☎0974-22-1015
※自動音声案内

くらしの
お知らせ

平成31年度 大分県立佐伯
高等技術専門校訓練生募集

清 川 支 所 ☎0974-35-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111
緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

問

問い合わせ先

ファクス 申

申込み先 予

予約

たこ揚げの季節になりましたが、感電事故防止のため、
電線付近でたこ揚げを行ったり、電柱や鉄塔に昇ったりし
ないようお願いします。
なお、万一たこが電線等にかかった場合は、自分で取ろ
うとせず、お近くの九州電力までご連絡いただきますよう、
お願いします。
問 九州電力株式会社 三重営業所
フリーコール0120-986-505

司法書士、土地家屋調査士、
行政書士無料法律相談
◆日

時

◆場
所
◆対 象 者
◆相談内容

１月12日
（土）
13時〜16時（受付順、予約不要）
中央公民館 第１会議室（市役所２階）
豊後大野市民および竹田市民
司法書士：相続、贈与、売買等の不動産登
記、会社設立等の商業登記、各種法人登記、
少額訴訟に関する事件等
土地家屋調査士：建物新築増築、土地分筆
等不動産の表示に関する登記、筆界特定等
行政書士：官公署に提出する書類の作成、
事実確認に関する書類の作成等

問 司法書士

◆日
◆場

◆訓練期間
◆受 講 料

◆相談内容

（水）〜２月14日（木）
◆募集期限 １月23日
問 大分県立佐伯高等技術専門校
☎0972-22-0767

電話番号

九州電力から感電事故防止のお願い

◆募集内容・機械加工科
高校卒業程度で45歳以下の方
・オフィスビジネス科
高校卒業程度で39歳以下の方
・建築科
中学卒業以上で年齢制限なし
各科 10名程度
※年齢は平成31年４月１日現在
１年間
無料（ただし、入校時に教科書等の実費が
必要）

朝 地 支 所 ☎0974-72-1111

豊後大野市役所 ☎0974-22-1001 大 野 支 所 ☎0974-34-2301

３月受講生募集（ハロートレーニング）
◆募集コース 電気システム科
◆募 集 期 限 １月22日（火）
（火）〜８月30日
（金）
◆訓 練 期 間 ３月 ５ 日
◆受 講 料 無料（ただし、入校時に教科書等の実費
が必要）
説明会を１月15日（火）に行います。
詳細につきましては、お問い合わせください。
問 ポリテクセンター大分（受講者係）
☎097-529-8615

市内無料電話
（9発信）
をご利用
ください。

土地家屋調査士
行政書士

佐藤孝旺
濱田泰夫
春野慶司

☎0974-22-8628
☎0974-22-6332
☎070-4743-2990

ご利用ください 無料相談会
（水）13時〜16時
時 １月16日
所 大分県行政書士会（大分市城崎町１-２-３
大分県住宅供給公社ビル3階）

遺言・遺産相続、不動産関連、建設業許可
申請、契約書・内容証明作成、法人設立、
車の登録、その他
問 大分県行政書士会事務局
☎097-537-7089
097-535-0622
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大分県点字図書館から講習会のお知らせ
講習会名称
点訳奉仕員養成講習会
音訳奉仕員養成講習会

開催日程等
毎週金曜日
毎週火曜日

募集人員
15名程度
20名程度

◆講習期間

４月〜平成32年
（2020年）３月（延40回程度）
※時間はいずれも10時〜12時

◆応募方法

往復ハガキに、「希望講習会名・住所・氏
名・年齢・電話番号」を明記し、大分県点
字図書館へ申し込みをしてください。

（火）必着
◆応募期限 ２月26日
◆応募要件
（1）原則、毎回受講できる方
（2）パソコンをお持ちで簡単な操作のできる方
（3）講習会終了後、ボランティアとして継続して点字
図書館における点字図書・録音図書の製作に協力
できる方
◆受講費用 無料
申 問 社会福祉法人 大分県盲人協会 大分県点字図書館
〒870-0043 大分市中島東１-２-28 大分県盲人
福祉センター２階
☎097-538-0399
097-538-0537

悩まず どんとこい労働相談
大分県労働委員会では、労使間トラブルについての相
談を無料でお受けします。
◆期
間 ２月１日（金）〜２月７日（木）
◆受付時間 平 日 ９時〜20時
（来所の受付は18時30分まで）
土・日 ９時〜17時
（来所の受付は16時まで）
※土・日の来所者出入口は県庁舎本館裏玄関
◆相談方法

来所相談：大分県労働委員会事務局（大分
県庁舎本館7階）
電話相談：☎097-536-3650（相談専用
ダイヤル）
☎097-506-5251
☎097-506-5241
※秘密は厳守されます。
なお、この期間外でも平日（９時〜17時）であれば、
随時労働相談を受け付けています。
問 大分県労働委員会事務局
☎097-506-5241

テレビ会議がもっと便利に

障がい者就職面接会の開催

平成30年４月から、全国のほぼ全ての裁判所でテレビ
会議が利用できるようになりました。
次のような手続で利用できます。
民事訴訟、人事訴訟（離婚訴訟等）、知財訴訟、民事調
停、労働審判、家事事件（調停、審判）で使えます。
ただし、裁判所が適当だと判断した場合に利用できま
すので、利用を希望される場合は、手続を行っている裁判
所にご相談ください。
詳細はお問い合わせください。
問 大分地方裁判所事務局 総務課 庶務係
☎097-532-7161（内線612）

障がい者の就職の促進を図るため、障がい者と事業主
を対象とした面接会を、次のとおり開催します。
◆日 時 ２月７日（木）14時から
◆場 所 別府国際コンベンションセンター（ビーコン
プラザ）
２階「レセプションホール」
参加を希望される障がい者の方や事業主の方は、最寄
りのハローワークまでお問い合わせください。
※「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」も同
日開催しますので、多数の参加をお待ちしています。
申 問 ハローワーク豊後大野
☎0974-22-8609

大分県の最低賃金について
◆最低賃金（時間額）762円（平成30年10月１日から）
※県内で働く全ての労働者が対象です。
◆特定（産業別）最低賃金（平成30年12月25日から）
業
種
鉄鋼業
非鉄金属製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具
情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業
舶用機関製造業
自動車（新車）小売業
各種商品小売業（改正なし）
問 大分労働局労働基準部賃金室

豊後大野労働基準監督署
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金 額
915円
886円
807円
853円
821円
762円

☎097-536-3215
☎0974-22-0153

「働き方改革関連法説明会」を
開催します！
平成31年４月以降、働き方改革関連法が順次施行され
ます。残業時間の上限制限、年５日間の年次有給休暇、同
一労働同一賃金等が改正されることから、大分労働局で
は「働き方改革関連法説明会」を開催します。
企業の人事労務担当者の皆さまのご参加をお待ちして
います。
（火）13時30分から15時30分まで
◆日時 １月22日
◆場所 エイトピアおおの 会議室
◆定員 90人
問 大分労働局 雇用環境・均等室
☎097-532-4025

公民館だより

中
清
緒
朝

央 ☎0974-22-2111
川 ☎0974-35-2372
方 ☎0974-42-3161
地 ☎0974-72-0048

大 野 ☎0974-34-2130
千 歳 ☎0974-37-2069
犬 飼 ☎097-578-1281
市内無料電話
（９発信）
をご利用ください

部落差別のない社会の実現に向けて
〜第30回 豊肥地区解放文化祭〜
12月１日、上記文化祭が竹田市のくじゅうサンホールで開催され、延べ590人の
市民と関係者が参加しました。本年度は「部落解放を担う豊かな感性と表現力を
どう養っていくか」というテーマで、三重東・大野小学校、三重・朝地・大野中学校、
三重総合高校、竹田市内の小・中学校など12団体が参加し、人権に関する劇、合唱、
弁論および研究発表がありました。解放歌（水平歌）斉唱の後、どの団体もこの日
までに練習してきた成果を十分に発揮し、差別のない社会を強く願う気持ちを表
現していました。
参加者および観覧者からの感想は以下のとおりでした。
（原文のまま）
劇を演じる大野中学校の皆さん
【参加者】
○出演が終わった後、
「すごかった、感動した」と見ている方に言われたことは本当にうれしく、同時に私たち朝地中３年生を誇
りに思いました。
○どの学校も差別の恐ろしさを工夫しながら伝えていて、人権について学べる良い機会となりました。これからいかしていきたい
です。
【観覧者】
○生徒さんが大変よく練習しているのだと感じました。生徒さんも練習の中で、差別はいけないことだと知り、差別をしないと思
えたのではないかと思いました。
○自分が小学生のころ参加させてもらった解放文化祭に、
今度は自分の子どもが参加させてもらって、
昔学んだことを思い出し、
懐かし
かったです。当時を思い出しながら改めて子どもたちから学び、人権について子どもたちと理解を深めていきたいと感じました。
なお、来年も竹田市で開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。

「生まれてきてくれてありがとう！」
〜千歳町家庭教育講演会〜
12月６日、千歳小学校でPTAと地域人権啓発協議会の共催で、上記講演会
が開催され、児童と保護者など合わせて180人の方が参加しました。講師に、
福岡県在住の子育てシンガーmonさんをお招きし、子どもや大人に一人一人問
いかけるような話や歌に涙する参加者もいました。
「子どもに自分の思いだけ
をぶつけているのではないかと立ち止まって考える良い機会となりました。」
等の感想が保護者から寄せられました。
熱心に子どもたちに問いかけるように唄うmonさん

国保年金係からのお知らせ
20歳になったら国民年金

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入し保険料を納めることになります。自営業・学生・フ
リーター等の方で20歳になったときは、加入手続きを忘れずに行ってください（会社員・公務員等の第２号被保険者の場合、
加入手続きは必要ありません）。
また、収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、
「学生納付特例制度（学生のみ）」
「納付猶予制度（50歳未満）」等の
保険料納付猶予制度があります。手続きや内容については、大分年金事務所または市役所へお問い合わせください。

「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

平成30年中に国民年金・厚生年金の老齢年金等、老齢（退職）を支給事由とする公的年金を受け取られた方に、日本年金
機構から平成30年中（１月〜12月）の年金額や所得税額等をお知らせする「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます（１月
上旬予定）。これは、所得税の確定申告をする際の添付書類として必要となります。
障害年金・遺族年金は課税の対象となっていないため、源泉徴収票は送付されません。
紛失された場合は再交付ができますので、大分年金事務所へお問い合わせください。

★年金相談日 １月 ８ 日（火） 市隣保館（大野町）

１月10日（木） 市商工会（三重町）
１月16日（水） 竹田市総合社会福祉センター
相談時間：10時〜14時30分

問い合わせ先

いきいき交流センター

※相談会は完全予約制となっています。事前に大分年金事務所に予約をお願いします。
予約は相談会の1か月前から前日まで受け付けています。
市民生活課 国保年金係
0974-22-1001
（内線2129）大分年金事務所☎097-552-1211
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「第33回国民文化祭・おおいた2018」、
「第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」応援事業

World Stage ∞ SHOW★MIE
ワールド ステージ インフィニティー
ショー★ミー
〜第１回 アカペラ（楽器のない）協奏会〜
グランドチャンピオン大会のご報告・お礼
もも えだ

11月17日、過去４回の月間チャンピオンと審査員特別推薦の「百枝
小学校」児童の計５組７人で、初代グランドチャンピオンを目指した熱
い大会が開催されました。
三波春夫さんの名曲「俵星玄蕃」を歌い、まるで元禄時代に戻ったか
のような圧巻のパフォーマンスで会場を巻き込んだ、９月大会チャンピ
オンの麻生英征さん（三重町）が初代グランドチャンピオンに輝き、豊
後大野市長賞ほか多数の賞状と地元産品等の賞品を手に入れました。
フィナーレは、出場者＆生徒社員全員で、スキマスイッチ「奏」を大
合唱♪
あそう

ひで ゆき

▲ご協力ありがとうございました！

市民の皆さまを始め、遠くは別府市からの参加者、関係者等が自慢の歌を披露してくれました。
５か月間にわたり、三重総合メディア科学科の新商品「SHOW★MIE」に、ご支援ご協力を賜りまして、心より
お礼申し上げます。
問い合わせ先

大分県立三重総合高等学校

大分県立病院健康教室
◆日時 ２月２日（土）14時〜
◆場所 竹田市総合社会福祉センター
１階多目的ホール

担当：商業科

平成31年度

大分県立病院

①演題「腎臓病を進めない、起こさないための
日常生活管理」
講師 腎臓内科部長 縄田智子 氏
②演題「くすりと腎臓」
講師 薬剤部 主任薬剤師 岡本明弘 氏
③演題「笑って健康 なしかの心」
講師 コピーライター 吉田寛 氏

入場
無料

総務経営課

☎0974-22-5500

◆内容 テーマ「腎臓の働きとCKDについて」

どなたでも参加できます。

問い合わせ先

衞藤

人事班

☎097-546-7454（担当：立脇／江口）

ろう

大分県立聾学校幼稚部入学者募集
◆募集対象
○平成25年４月２日から平成28年４月１日までに生まれた幼児で、大分県内に在住する方
○両耳の聴力レベルがおおむね60デジベル以上の方のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解する
ことが不可能または著しく困難な方
◆出願関係書類の交付
出願関係書類の交付は、１月15日から大分県立聾学校事務室において交付します。交付の時間は、９時か
ら16時までとします（ただし、土・日・祝日を除く）。
◆出願期間
（１）出願書類の受付期間
２月１日（金）９時から２月14日（木）16時まで（土・日・祝日を除く）
（２）出願書類の提出先
入学を希望する幼児の保護者は、受付期間内に所定の入学願書・調査票に必要事項を記入のうえ、大分
県立聾学校事務室に提出してください。
郵送の場合は「書留」でお願いします。
〒870-0823 大分市東大道２丁目５-12 大分県立聾学校長 宛
◆入学希望者面接
入学希望者には、２月下旬に面接を行います。

問い合わせ先
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大分県立聾学校

教頭

望月

☎097-543-2047

FAX097-546-2111

平成30年度 行政相談日程表

平成31年度の有料広告を募集します
会場名

担当者

三 重

堀

相談日

時 間

１月15日 (火) 09時〜12時

市中央公民館（市役所２階）

清 川 後藤(和) １月10日 (木) 13時〜16時

清 川 支 所

緒 方 後藤(宏) １月 ８ 日 (火) 09時〜12時

緒 方 支 所

大 野

伊 東

１月21日 (月) 09時〜12時

隣

千 歳

廣 瀬

１月10日 (木) 09時〜12時

千 歳 公 民 館

犬 飼

羽田野

１月18日 (金) 09時〜12時

犬 飼 公 民 館

問い合わせ先
大分行政監視行政相談センター

平成31年度

場 所

保

館

☎097-532-3715

就農準備研修の研修生募集について

◆募集コース、研修期間
野菜長期コース、畜産コース
４月５日（金）〜平成32年３月４日（水）
◆募集期間
両コースとも１月11日（金）〜２月18日（月）
◆試験日時
両コースとも３月 ８ 日（金）13時30分
◆研修内容
野菜長期コース 野菜栽培実習、基礎講座
畜産コース
家畜飼養実習、基礎講座

問い合わせ先

◆研修費用
野菜長期コース
畜産コース
◆研修場所
野菜長期コース
畜産コース

44,000円
11,000円
大分県立農業大学校（三重町赤嶺）
農林水産研究指導センター畜産研究部
（竹田市久住町）

◆通所方法
野菜長期コース （自宅から通所とします）
畜産コース
（希望者には寄宿舎があります）

大分県立農業大学校研修部

☎0974-22-7583

700MHz帯携帯基地局からの
電波によるテレビ受信障害対策について
携帯電話事業者により、新しい周波数帯（700ＭＨz帯）を利用した携帯電話サービスの開始準備が進め
られています。
これに伴い、市内の一部地域で、テレビの受信環境によりテレビ映像が乱れたり、映らなくなる等の障害
が発生する場合があります。
（ケーブルテレビで地デジをご視聴のお宅には影響はありません。）
テレビの受信に影響が出る可能性がある地域にはチラシが配布され、受信障害対策が必要な世帯には対策
作業が行われます。なお、対策作業は無料で行われ、対策作業で訪問する対策員は、身分証明書を携帯して
います。不審に思われた場合は、コールセンターへお問い合わせください。

○テレビ受信対策に関するお問い合わせ先
700MHzテレビ受信障害対策コールセンター
フリーダイヤル0120-700-012または☎050-3786-0700
広告

広告

家族葬・一般葬
２０万円〜
（税別）

【自分らしい想いを形に・
人生の最後のお手伝い】
☆プランはお決まりですか
☆どちらで行いますか

事前無料相談
受付中

選ぶ時代です
地域に貢献する

メメント・モリ

株式会社
《２４時間フルサポート》
三重町市場１２７９番地

☎ 0974−22−4444
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キャリア教育で子どもたちの未来づくり

大分都市広域圏小中学生交流事業
大分都市広域圏内（７市１町）の小・中学生が、体験活動を通じて各市町の魅力を共有し、互いに交流することで連携を図り、将
来的な結びつきを強めることを目的にした交流事業が本年度からスタートしました。10月７日、市から各中学校の１年生２人（計
14人）が参加し、班別自己紹介やグループ対抗ゲームなどの活動を行った後、大分トリニータのホームゲ̶ムを観戦し、他市町の
仲間と交流を深めました。また、京都サンガとの試合前には、日頃立ち入ることのできないフィールドに降りて、直前練習を間近に
見学することができ、プロの素晴らしさを実感しました。閉会行事では、藤田菜々美さん（犬飼中学校）が感想発表と同時に来年
度の「招待の言葉」を述べました。来年度は豊後大野市がホスト市となり、他市町の同年齢の仲間と交流を通して、関係性を深め
る予定です。
※大分都市広域圏７市１町：大分市・別府市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後大野市・由布市・日出町
ふじ

た

な

な

み

最初は、知らない人と一緒に行くので不安でしたが、バスの中で市内の中学生と仲良
くなって、一日楽しく過ごせました。班に分かれてからも、市外の中学生と活動し、充実
した時間を過ごすことができました。試合は接戦でしたが、２対１でトリニータが勝った
ので良かったです。試合後、ごみ拾いのボランティアをしましたが、ごみが少なくサポー
ターの人たちのマナーの良さが伝わってきました。今日は、たくさんの友達ができ、楽
しい一日でした。
〔千歳中 宮成知歩さん〕
大分都市広域圏小中学生交流大会を通じて学んだことは、知らない友だちと交流す
ることの大切さです。僕は最初、不安な気持ちでした。知らない友だちと交流するのが
苦手だからです。でも、大分の友だちが「こんにちは」と声をかけてくれ、世間話をして
くれてホッとしました。自分も積極的に話すことができて良かったです。トリニータのサポーターは多く、一生懸命応援してい
るのを見て、地元愛を感じました。この交流会はとても貴重な経験となりました。
〔清川中 和田洸太朗さん〕
みや なり ち

わ

だ

こう

た

ほ

ろう

平成31年度 大分県立竹工芸訓練センター入校生募集

◆募集科目
◆募集対象
◆定
員
◆訓練期間
◆募集期限
◆授 業 料

竹工芸 竹工芸品の製作に関する技術および知識の習得
高等学校を卒業（見込者含む）またはこれと同等以上の学力を有し、平成31年４月１日時点で39歳以下の方
12名
２年
詳しくはホームページ（http://www.pref.oita.jp/site/280/）を
１月31日（木）
ご覧いただくかお問い合わせください。
無料（ただし入校時に教科
問い合わせ先 大分県立竹工芸訓練センター ☎0977-23-3609
書・実習服等の実費必要）

求人情報

（12月12日現在）※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①農業作業員12万円 ②事業推進補助員16万円 ③現場作業員及び重機オペレータ18万円〜23万円 ④介護職員14万円〜18万円
⑤食肉製造工14万円〜17万円 ⑥アスファルトローリー運転手15万円〜30万円 ⑦測量補助15万円〜30万円 ⑧フィールド職（仕
分け）13万円 ⑨段ボール箱製造員14万円〜17万円 ⑩ホール・接客係・調理補助14万円〜24万円 ⑪ガソリンスタンドスタッフ
1,000円 ⑫クリーニング作業員762円 ⑬レジ担当800円 ⑭ホームヘルパー1,252円〜1,910円 ⑮検査補助員850円〜950円
※この求人情報には、掲載後に採用・内定などで取り消された求人や求人内容が変更された求人もありますのでご了承願います。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽にお尋ねください。また、インターネットでもお仕事を探すことができます。
アドレスは右記のとおりです。 https://www.hellowork.go.jp/
問い合わせ先
ハローワーク豊後大野 ☎0974-22-8609

エイトピアおおの大ホールひとりじめ
〜スタインウェイを弾いてみよう〜

世界に誇る音響空間を持つ『エイトピアおお
の大ホール』！反響板とコンサート照明のもと、
ピアノの名器スタインウェイやご持参の楽器（ア
コースティックのみ）を演奏してみませんか？
□日 時：１月26日（土）10時〜21時
●30分1枠／お好きな時間をお選びください。
●時間が重なった場合は先着順です。
□場 所：エイトピアおおの 大ホール
□料 金：1,000円（税込）／1区分30分 ※最大4区分（2時間）まで
□問い合わせ：エイトピアおおの
0974-22-8000（担当：廣瀬）
広告
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犬飼幼稚園 園児募集

3歳児から
5歳児

特色ある保育として、
英会話（週４回、４人の外国人講師）。
書き方（硬筆）・ヒップホップのダンス。
休日は保育園に準じる。
月曜日〜土曜日（7時〜19時）
水曜日に園を開放・詳しくは☎097-578-0149

なお、ネイティブスピーカーによる英会話教室を開催。
広告
費用は月5,000円（小学生対象）

みんなの

神楽会館一般公演
●日
程
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

１月13日（日）
11時30分
12時30分〜16時
神楽会館
大人1,000円(当日1,500円)
中学生以下 500円(当日1,000円)
●出演団体 浅草犬山神楽保存会、
深山流朝地神楽保存会、横堀岩戸神楽保存会
●演
目 五方礼始、天降、八雲払ほか
●チケット 神楽会館、エイトピアおおの、
市内各公民館、ローソンチケット
問い合わせ先 神楽会館
0974-35-2372

ひろば

市民の皆さんが行う活動の
参加者・会員募集、またイベ
ントの周知など、いろいろな
情報を掲載します（営利目的
のものなどは掲載できませ
ん）。皆さんからの情報をお
待ちしています（誌面の都合
で掲載できないこともあり
ますので、ご了承ください）。

「ぶんごおおの MUSIC FESTA 2019」
アウトリーチ先および
実行委員募集！

〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 総務課 広報広聴係
0974-22-1001
（内線 2472）

ブラックボトムブラスバンド（BBBB）を迎えて毎年開催してきた
「ぶんごおおのMUSIC FESTA」が2019年も開催が決定しました！
次のとおり募集をしますので、ご連絡をお待ちしています！

◆募集内容
◆日程
①市内アウトリーチ先団体（こども園、学校関係、施設、企業等） ２月21日（木）BＢBＢ市内アウトリーチ
申込期限 １月25日（金）
２月22日（金）BＢBＢ市内アウトリーチ
②実行委員 音楽好きで実行委員会出席や右の日程にボラン
２月23日（土）BＢBＢおよびゲストによるコンサート
ティアとして携われる方。
申込期限 随時募集（BBBBと一緒に楽しいフェスタに!） 申込み・問い合わせ先
※アウトリーチとは、アーティストを学校等に派遣する普及活動です。

0974-22-8000

お誕生
おめでとう

11

月中届出・﹁
﹂内は保護者敬称略︾

おくやみ
申し上げます

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒

︽

11

月中届出・敬称略︾

︻三重︼

●板倉

子 ︵ ・朝 地︶

晃 ︵ ・朝 地︶

都 ︵ ・下 野︶

●山田

●村上

孝 ︵ ・志 賀︶

● 小加部フミヱ︵ ・下尾塚︶

●後藤

101 98 84 58 85

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒

実咲︵みさき︶

63 94 54

︽

︻三重︼

●木原

重隆 ︵ ・妙勝庵︶

●佐々木義光 ︵ ・宮 尾︶︻大野︼
●小野フクエ ︵ ・川 辺︶ ●安部ユリ子 ︵ ・ 大野町町︶

清 ︵ ・ 肝煎一区︶ ●椎原

正師 ︵ ・若 藤︶

﹁幹樹・里奈︵市場一区︶﹂

●工藤

浩 ︵ ・鬼 塚︶ ●佐伯

優翔︵ゆうと︶

●菊池

●曲

悦子 ︵ ・三重原︶ ● 羽田野ツルヨ︵ ・ 大野大原︶
増子 ︵ ・上小坂︶ ●小野ハツヱ ︵ ・後田北︶

﹁幸一・裕子︵上赤嶺二区︶﹂

●堀

有矢︵ゆうや︶

●工藤

田

●

康亜︵こあ︶

﹁直毅・恵里︵肝煎一区︶﹂

●山中 晴誠︵はるまさ︶ ●岡野シズ子 ︵ ・久 原︶︻千歳︼
﹁恒星・泰江︵下赤嶺中の原︶﹂ ●木戸ユキコ ︵ ・ 向田住宅︶ ●宮成 昌志 ︵ ・田 口︶
●藤田美佐子 ︵ ・光明寮︶ ●德丸ナラ子 ︵ ・舟 木︶
●武田

71 89 88 95 76 88 63 95 88

●田嶋ひろ子 ︵ ・長 峰︶

不死 ︵ ・宇田枝︶︻犬飼︼

94 89 95

︻清川︼

●衞

90 90 98

﹁康太郎・ひなた︵芦刈︶﹂

●小田

●津髙

怜弥︵れいや︶

﹁和仁・真理奈︵三重原︶﹂

善意の窓

◇物品寄付︻敬称略︼

●おおのさくら幼稚園へ

社会医療法人財団

天心堂おおの診療所

デイケアセンター利用者

吉治 ︵ ・ 清川平石︶ ●白石ミア子 ︵ ・上六区︶
五喜 ︵ ・ 清川天神︶ ●村上 信介 ︵ ・小福手︶
●足立キヌヱ ︵ ・細 口︶

●髙山ヒデ子 ︵ ・滞 迫︶

●河野

ミツ ︵ ・小 宛︶

︻清川︼

﹁徹郎・友恵︵砂田︶﹂

●後

髙次 ︵ ・下自在︶

︻緒方︼

︻緒方︼

●柴田

利江 ︵ ・馬 場︶

貴樹︵たかき︶

●北山

●佐藤

フサ ︵ ・馬 場︶

91 98 96 87 97 83

●衞藤

﹁凌大・綾︵徳田︶﹂

●前原

友翔︵ゆうと︶

︻大野︼

豊 ︵ ・越 生︶

有紗︵ありさ︶

︻朝地︼

英子 ︵ ・近 地︶

●髙山

●三代

﹁雄一郎・桂子︵中原︶﹂

●阿南
91

エイトピアおおの（廣瀬）

90 97 99 98 56
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第11回 豊後大野市職域・
クラブ駅伝競走大会参加チーム募集
◆日
◆場
◆区

時 １月27日（日）11時スタート
所 緒方総合運動公園周回コース
間 １区・３区・４区・５区【各２キロ】２区【１キロ】
（２区は女子区間とし、他の区間は男女不問）
◆参加資格 豊肥地区に所在する職域・クラブチーム
※高校生・中学生の部有り
◆参 加 料 １チーム 一般3,000円 高校生・中学生1,000円
◆参加申込 申込期限１月17日（木）

申込み・問い合わせ先
豊後大野市陸上競技協会事務局 羽田野浩司
☎090-2718-5240 E-mail：hk606772@gmail.com

第16回
◆日

時

◆場 所
◆入場料

新春歌謡祭

１月20日（日）
開場／９時 開演／９時30分
エイトピアおおの 大ホール
無料

◎ゲスト

元永航太さん
（歌うま大甲子園全国優勝）
◎先着300人に紅白もちプレゼント！
◎お楽しみ抽選会もあります！（受付で配布）

問い合わせ先

三重歌謡連盟 会長 後藤吉彦
☎0974-22-4343

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

１月
犬の捕獲について
放れた犬を見かけたら、ご連絡を
お願いします。
問▶豊肥保健所 ☎0974-22-0162
環境衛生課
0974-22-1001

猫の引取日
日時： ９日（水） 14時〜15時
23日（水） 14時〜15時
問▶豊肥保健所

☎0974-22-0162

無料相談のご案内
家事・民事出張相談
※ただし、手続案内に限ります。
日時：16日（水）
９時30分〜15時30分 ※予約不要
場所：市中央公民館（市役所２階）
問▶大分地方裁判所 竹田支部
☎0974-63-2040

消費生活相談
毎週月〜金曜日

８時30分〜17時

問▶市消費生活センター（商工観光課内）
☎0974-22-1018

不動産に関する相談
日時：24日（木） ９時〜12時
場所：市中央公民館（市役所２階）
問▶総務課総務係

0974-22-1001

市清掃センターごみ持ち込み
日時：13日（日）
９時〜12時、13時〜16時
問▶市清掃センター
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0974-22-4733

医療機関名
当番日
（火） 帰巖会みえ病院（三重町）
１月 1 日
（水） みえ記念病院（三重町）
１月 2 日
（木） 福島病院（三重町）
１月 3 日
（日） 後藤耳鼻咽喉科医院（三重町）
１月 6 日
（日） 野津第一内科医院（野津町）
１月13日
（月） 麻生眼科（三重町）
１月14日
（日） あさじ町クリニック（朝地町）
１月20日
（日） ごとう消化器科内科クリニック（三重町）
１月27日
（日） 三重東クリニック（三重町）
2月 3 日

電話番号
0974-22-2222
0974-22-7280
0974-22-3321
0974-22-2088
0974-32-3355
0974-22-0021
0974-64-1234
0974-24-0070
0974-22-6333

※当番医療機関についてはやむを得ず変更になる場合がありますので、
受診の際は事前に電話等でお確かめください。

診療時間
9時〜17時

救急告示施設
豊後大野市民病院
（緒方町） 0974-42-3121
帰巖会 みえ病院
（三重町）
☎0974-22-2222 福島病院
（三重町）
☎0974-22-3321

小 児 科 休 日 当 番 医
医療機関名
当番日
（火）
１月 1 日
（水）
１月 2 日
（木）
１月 3 日
豊後大野市民病院（緒方町）
（日）
１月 6 日
（日）
１月13日
（月）
１月14日
（日） みやわき小児科（三重町）
１月20日
（日）
１月27日
豊後大野市民病院（緒方町）
（日）
2月 3 日
受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

電話番号

0974-42-3121

0974-24-0230
0974-42-3121
診療時間
9時〜12時

※院外薬局が休みの場合には、あらかじめ用意された約束処方となることがありますので、ご了承ください。
※当番医療機関については、やむを得ず変更になる場合がありますので、緊急の場合は、受診される医療機
関に電話等でお確かめください。
※毎月の当番表については、各医療機関の院内に掲示するほか、豊肥保健所ホームページ
（http://www.pref.oita.jp/site/houhi/) のお知らせ欄に記載しています。

歯 科 休 日 当 番 医
医療機関名
当番日
（火） 第一歯科大塚（三重町）
１月 1 日
（水） 岩田歯科クリニック（野津町）
１月 2 日
（木） 杉山歯科医院（野津町）
１月 3 日
（日） 熊瀬歯科医院（三重町）
１月 6 日
（日） ごとう歯科・口腔外科クリニック（三重町）
１月13日
（月） 久保歯科医院（大野町）
１月14日
（日） 杉山歯科医院（犬飼町）
１月20日
（日） 高倉歯科医院（緒方町）
１月27日
（日） フレンド歯科 ( 三重町）
2月 3 日
受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

電話番号
0974-22-6377
0974-32-7220
0974-32-2167
0974-22-0327
0974-22-1118
0974-34-2577
097-578-0101
0974-42-3622
0974-22-8828
診療時間
9時〜12時

ゆうじゃく

第37回

用作観光もみじ祭り

11月４日から25日までの間、朝地町用作公園で
上記祭りが開催されました。
期間中は、用作夜神楽「水鏡」などのイベントが
行われ 、もみじ汁や草餅などが販売されました。
多くの観光客が訪れ、美しい紅葉を楽しんでいま
した。

きよかわ「彩」宝生寺の秋
11月10日、清川町の宝生寺で上記イベントが開
催されました。
本堂では、大正琴などが演奏されました。毎年
恒例のライトアップは11月８日から14日まで行わ
れ、池に映る美しい光景に多くの来場者が魅了され
ていました。

平成 年 月号

31
1

▲用作夜神楽「水鏡」

第８回

▲ライトアップ

朝地神楽祭り

11月24日、朝地公民館特設会場で上記祭りが開
催されました。
この祭りは、深山流岩戸神楽の交流大会を兼ね
ており、市外の神楽座も参加しました。晴天に恵ま
れたこの日、会場には多くの観客が訪れ、深山流岩
戸神楽の勇壮な舞を楽しみました。

▲深山流朝地神楽保存会による「岩戸開き」
まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

11月24日・25日、緒方町原尻の滝周辺で上記祭
りが行われました。
24日夜、勇壮な締め込み姿の男衆に担がれた三
ノ宮八幡社の神輿がたいまつの灯りに導かれ、二ノ
宮八幡社へと向かいました。

▲冷たい川を進む男衆

36,078人 （ −30人）
16,733人 （ −11人）
19,345人 （ −19人）
16,198世帯（ −4世帯）

平成30年11月30日現在（

緒方三社 川越しまつり

上田原湯立神楽
12月２日、三重
町の御手洗神社で
３年に一度の上記
神楽が奉納されま
した。
あいにくの雨の中、
多くの見物客が集
まり、荒々しく飛び
散るおき火や湯に
歓 声をあげていま
した。
みたらい

）内は前月比

納税等のご案内
市県民税、
国民健康保険税、介護保険料、
後期高
齢者医療保険料、保育料（幼稚園・保育所・認定
こども園）、給食費、
住宅等使用料、水道料金、農
業集落排水施設使用料、
下水道使用料、浄化槽
使用料、養護老人ホーム入所負担金、市営駐車
場使用料、
市有地貸付料、
ケーブルテレビ使用料

納期限（口座振替日）
１月31日
（木）
※ケーブルテレビ使用料

１月28日
（月）

▲おき火を蹴散らす舞い手
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